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１．沿　　　　　革

関　西　支　所

昭和 22． 4 林政統一による機構改革に伴う林業試験
研究機関の整備のため、大阪営林局内の
試験調査部門の編成替により、農林省林
業試験場大阪支場を局内に併置

昭和 25. 4 京都市東山区七条大和大路に大阪支場京
都分室を設置

昭和 27. 7 京都分室を廃止し、その跡地へ支場を移
転し京都支場に改称

昭和 28. 2 支場庁舎敷地として新たに伏見区桃山町
（現在地）に所属替、同時に桃山研究室
を設置

昭和 31. 3 現在地に庁舎・研究室を新設・移転
昭和 34. 7 関西支場に改称
昭和 40. 3 研究室等を増改築
昭和 41. 4 部制設置（育林・保護の 2部）
〃 防災研究室を岡山試験地から移転

昭和 51. 11 庁舎・研究室（昭和 31.3 新築のもの）
を改築

昭和 57. 12 鳥獣実験室を新築
昭和 59. 12 治山実験室を新築
昭和 62. 12 森林害虫実験棟（旧昆虫飼育室）を建替え
〃 危険物貯蔵庫を建替え

昭和 63. 3 ガラス室、隔離温室を建替え
昭和 63. 10 林業試験場の組織改編により森林総合研

究所関西支所に改称
〃 風致林管理研究室を育林部に新設
〃 調査室を連絡調整室に改称

平成元 . 12 粗試料調整測定室を新築
平成 4. 3 風致林管理実験棟を新築
平成 4. 4 鳥獣研究室を保護部に新設
平成 5. 12 森林微生物生理実験棟を新築
平成 9. 11 敷地、道路拡張のため大蔵省（近畿財務

局京都財務事務所）へ引継
平成 13. 3 育林棟増改築（遺伝子解析実験棟）
平成 13. 4 省庁改編により独立行政法人森林総合研

究所関西支所となる
平成 17. 3 標本展示・学習館を新築
平成 17. 11 標本展示・学習館を開館
平成 20. 2 事務連絡所を取り壊し
平成 21. 3 木造試験家屋を新築
平成 21. 4 木造試験家屋で一時預かり保育室（愛称：

「すぎのこ」）を開設
平成 22. 5 標本展示・学習館の愛称を「森の展示館」に

岡山実験林（旧岡山試験地）・竜の口山量水試験地

昭和 10. 8 岡山県上道郡高島村に水源涵養試験地と
して設置

昭和 12. 12 林業試験場高島試験地に改称
昭和 22. 4 林業試験場大阪支場の所管となり、同支

場高島分場に改称
昭和 27. 7 林業試験場京都支場高島分場に改称
昭和 34. 7 林業試験場関西支場岡山分場に改称
昭和 41. 4 林業試験場関西支場岡山試験地に改称
昭和 60. 12 試験地無人化となり事務所を閉鎖
昭和 63. 9 旧庁舎、宿舎など施設を取壊
昭和 63. 10 林業試験場の組織改編により試験地廃止

（竜の口山量水試験地として量水試験を
継続）

平成 18. 10 呼称を試験地から実験林に改称

２．土地及び施設

土　　地

関西支所敷地 64,046 ㎡
島津実験林 7,023 ㎡
宇治見実験林 3,818 ㎡
岡山実験林 13,324 ㎡
計 88,211 ㎡

施　　設（延べ面積）

研究本館等 3  棟 2,251 ㎡
 内　　訳
 　研 　究 　室 （本　館） （1,507）
 　　　〃 （別　館） （604）
 　機械室 （140）
標本展示・学習館  1  棟 248 ㎡
温室  1  〃 85 ㎡
ガラス室  1  〃 56 ㎡
隔離温室  1  〃 124 ㎡
殺菌培養室  1  〃 48 ㎡
樹病低温実験室  1  〃 91 ㎡
森林害虫実験棟  1  〃 219 ㎡
森林微生物生理実験棟  1  〃 118 ㎡
鳥獣実験室  1  〃 139 ㎡
治山実験室  1  〃 157 ㎡
粗試料調整測定室  1  〃 124 ㎡
材線虫媒介昆虫実験室  1  〃 41 ㎡
風致林管理実験棟  1  〃 260 ㎡
遺伝子解析実験棟  1  〃 138 ㎡
木造試験家屋  1  〃 46 ㎡
その他 10 〃 370 ㎡
計  28 棟 4,715 ㎡
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3．組　織
（平成 24 年 3 月 31 日現在）
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4 ．人の動き
（23.4.1 ～ 24.3.31）

23．4．1 付
関西支所連絡調整室研究情報専門職に 関西支所庶務課会計係長 小林　宏忠
関西支所庶務課会計係長に 関西支所連絡調整室研究情報専門職 戸石　　亮
総務部総務課に 関西支所庶務課 日比谷雄樹
関西支所庶務課に （独）農業・食品産業技術総合研究機構 森　　康義
  畜産草地研究所企画管理部管理課会計チーム
関西支所産学官連携推進調整監に 関西支所研究調整監 鳥居　厚志
林業経営・政策研究領域主任研究員に 関西支所主任研究員 田中　　亘
（林業動向解析研究室） （森林資源管理研究グループ）

23．5．16 付
林木育種センター北海道育種場長に 関西支所育種調整監 廣野　郁夫
関西支所育種調整監に 林野庁国有林野部管理課付 今井　啓二

23．11．1 付
関西支所チーム長に 北海道支所主任研究員 石橋　靖幸
（野生鳥獣類管理担当） （森林生物研究グループ）
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5．受託出張（140 件）

氏　名 依　頼　元 出　張　期　間 用　務

高橋裕史 京都府農林水産部 H23.5.11 平成 23 年度野生鳥獣生息動態調査打ち合わせ会議

衣浦晴生 龍谷大学 H23.5.16 教養教育科目「里山学」講義

奥　敬一 NPO法人みのお山麓保全委員会 H23.5.19 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会 2011 年度総
会及び第 17 回例会

奥　敬一 近畿中国森林管理局 H23.5.24 平成 23 年度第 1回「箕面体験学習の森」整備事業（Ⅱ）
整備部及び検討委員会

奥田史郎 高知県オフセット・クレジット認証運
営委員会

H23.5.30 第 6 回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会

服部　力　 日本菌学会 H23.6.3 日本菌学会 2011 年度第 2回理事会

高橋裕史 岐阜県農政部 H23.6.8 ～ 6.9 岐阜県鳥獣被害対策本部重点支援地区の事前調査

関　伸一 国立科学博物館 H23.6.8 ～ 6.10 鳥類調査

藤井智之 （社）日本パレット協会 H23.6.10 「熱帯産広葉樹の見分け方」講師

服部　力　 琉球大学熱帯生物圏研究センター H23.6.10 ～ 6.13 共同利用研究会「八重山におけるきのこ相の特徴」に
ついてサンプリング及び研究打合せ

奥田史郎 高知県 CO2 吸収専門委員会事務局 H23.6.13 第 16 回高知県 CO2 吸収専門委員会

藤井智之 近畿中国森林管理局 H23.6.13 平成 23 年度近畿中国森林管理局技術開発委員会

関　伸一 国立科学博物館 H23.6.14 ～ 6.17 鳥類調査

大住克博 東京大学大学院農学生命科学研究科 H23.6.15 「生圏システム学総論」講義

奥　敬一 東京農業大学　里山林研究会 H23.6.16 生物多様性森林対策事業「里山林における国民参加に
よる保全活動等の検討」第１回里山林研究会委員会

奥　敬一 東京農業大学　農山村支援センター H23.6.23 平成 23 年度林野庁　森林総合利用推進事業　第 2 回
里山林活用手引策定委員会

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.6.28 「河川での生物採取」意見交換

藤井智之 京都府森林審議会 H23.6.30 林地開発許可の適否に関する事項の審議

藤井智之 （材）日本緑化センター H23.7.1 平成 23 年樹木医研修カリキュラム検討委員会
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奥　敬一 （株）阪急阪神ホールディングス
CSR・コンプライアンス推進部

H23.7.3 「大切な森林を守ろうフォーラム 2011」コーディネー
ター

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.7.4 ～ 7.5 河川生物調査

藤井智之 京都伝統文化の森推進協議会（京都市）H23.7.7 平成 23 年度京都伝統文化の森推進協議会総会

藤井智之 近畿中国森林管理局 H23.7.11 保護林設定委員会

関　伸一 国立科学博物館 H23.7.13 ～ 7.14 鳥類調査

山本伸幸 （財）林業経済研究所 H23.7.15 林業構造問題研究に関する研究会

鳥居厚志　 同志社大学 H23.7.21 京都竹カフェ（リレー講演会）講演

奥　敬一 NPO法人みのお山麓保全委員会 H23.7.21 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会第 18 回例会

鳥居厚志　 岡山県 H23.7.27 平成 23 年度岡山県農林水産総合センター森林研究所
外部評価委員会

服部　力　 日本菌学会 H23.7.27 日本菌学会講座「中高生のための菌類研究講座」事務
局参加

奥　敬一 滋賀県西部・南部森林整備事務所 H23.7.28 里山モデル林概要説明

鳥居厚志　 日本特用林産振興会 H23.8.1 平成 23 年度新生産技術検証事業（竹チップ等の用途
拡大に向けた調査）に関わる第 1回検討委員会

高橋裕史 京都府農林水産部 H23.8.2 特定鳥獣保護管理計画専門家会議

山本伸幸 （財）林業経済研究所 H23.8.4 ～ 8.5 座談会「新生産システム政策の展開と帰結」

奥田史郎 奈良県森林組合連合会 H23.8.19 ～ 8.20 平成 23 年度「緑の雇用現場技能者育成対策事業」フ
ォレストリーダー（ＦＬ）研修講師

田中邦宏 奈良県森林組合連合会 H23.8.19 ～ 8.20 平成 23 年度「緑の雇用現場技能者育成対策事業」フ
ォレストリーダー（ＦＬ）研修講師

高橋裕史 京都府農林水産部 H23.8.19 特定鳥獣保護管理計画専門家会議

奥　敬一 近畿中国森林管理局 H23.8.23 平成 23 年度第２回「箕面体験学習の森」整備事業（Ⅱ）
検討委員会及び第１回利活用等検討部会

黒川　潮 （社）砂防学会 H23.8.23 ～ 8.24 平成 23 年度砂防学会第 3回国際部会

奥　敬一 日本建築学会 H23.8.24 日本建築学会大会研究懇談会
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奥　敬一 嵐山再生研究会 H23.8.25 シンポジウムパネルディスカッションにおけるパネリ
スト

奥田史郎 高知県オフセット・クレジット認証運
営委員会

H23.8.25 第 7 回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会

小南裕志 三重県環境森林部 H23.8.26 三重県森林 CO2 吸収量評価委員会

高橋裕史 環境省近畿地方環境事務所 H23.8.29 ～ 8.30 平成 23 年度大台ケ原自然再生推進計画評価委員会植
生保全対策及びニホンジカ個体数調整監合同現地ワー
キンググループ（現地検討会）

藤井智之 奈良県森林技術センター H23.8.30 奈良県森林技術研究評議会

藤井智之 福井県総合グリーンセンター H23.8.31 平成 23 年度福井県林業研究評価会議

高橋裕史 環境省近畿地方環境事務所 H23.9.7 平成 23 年度大台ケ原自然再生推進計画評価委員会

奥　敬一 東京農業大学　農山村支援センター H23.9.9 ～ 9.10 平成 23 年度林野庁森林総合利用推進事業　実践地域
現地調査

小南裕志 三重県環境森林部 H23.9.9 三重県森林 CO2 吸収量評価委員会

藤井智之 東京大学大学院新領域創成科学研究科 H23.9.10 シンポジウム「考古学における年代決定と気候変動研
究の新展開」

奥田史郎 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.12 「森林の生態」講師

衣浦晴生 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.12 「森林の生態」講師

奥田史郎 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.13 「森林の生態」講師

衣浦晴生 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.13 「森林の生態」講師

奥　敬一 （社）日本暖炉ストーブ協会 H23.9.13 日本暖炉ストーブ協会安全講習会講師

奥　敬一 滋賀県西部・南部森林整備事務所 H23.9.13 平成 23 年度第 3 回「滋賀県西部流域森林づくり委員
会大津地域部会」

奥田史郎 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.15 「森林の生態」講師

衣浦晴生 NPO法人シニア自然大学校 H23.9.15 「森林の生態」講師

奥　敬一 NPO法人みのお山麓保全委員会 H23.9.15 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会第 19 回例会

吉村真由美 東京大学大学院農学生命科学研究科 H23.9.25 ～ 9.28 有田川流域森林 -河川生態系における生物群集の植物
網構造に関する現地調査



Ⅵ　組織・情報・その他 63

奥　敬一 神戸市シルバーカレッジ H23.9.26 神戸市シルバーカレッジ生活環境コースにおける授業
「里山整備事業の意義と今後の課題」講師

藤井智之 （財）日本緑化センター H23.10.2 ～ 10.3 平成 23 年度樹木医研修講師

藤井智之 日本学術振興会 H23.10.4 ～ 10.5 平成 23 年度第 2回特別研究員等審査会

山本伸幸 （財）林業経済研究所 H23.10.5 ～ 10.6 林業経済誌編集委員会・林業構造問題研究会

鳥居厚志　 大阪府 H23.10.6 平成 23 年度第 1 回大阪府環境農林水産総合研究所研
究アドバイザリー委員会

奥　敬一 東京農業大学　里山林研究会 H23.10.6 ～ 10.8 現地ヒアリング調査

藤井智之 （財）日本緑化センター H23.10.16 ～ 10.17 平成 23 年度樹木医研修講師

鳥居厚志　 滋賀県農林水産部 H23.10.18 滋賀県農林水産関係試験研究外部評価委員会

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.10.19 河川生物調査

衣浦晴生 NPO法人みのお山麓保全委員会 H23.10.20 「明治の森箕面自然休養林管理運営協議会」における
ナラ枯れについての講義

吉村真由美 京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

H23.10.24 ～ 10.26 神納川流域森林現地調査

大住克博 東京大学大学院農学生命科学研究科 H23.10.25 「生圏システム学総論」講義

奥　敬一 東京農業大学　里山林研究会 H23.10.27 第 2 回里山林研究会

山本伸幸 NPO法人エコプラザさばえ H23.10.30 さばえ ECOリーダー検定講座講師

奥田史郎 京都府立莵道高等学校 H23.11.1 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

高橋和規 京都府立莵道高等学校 H23.11.1 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

奥田史郎 （社）ふくい農林水産支援センター H23.11.2 研修「竹林の侵入防止技術の現状」講師

藤井智之 京都大学大学院地球環境学堂 H23.11.2 ～ 11.3 ワークショップ Defining "Our ESD"における宮津研
修セミナー「Wood culture and sustainable forest 
use」講師

奥　敬一 京都大学大学院地球環境学堂 H23.11.2 ～ 11.3 ワークショップ Defining "Our ESD"における宮津研
修セミナー「Wood culture and sustainable forest 
use」講師

齋藤和彦 日本工営株式会社沖縄事務所 H23.11.7 ～ 11.8 やんばるの豊かな森林資源を活かした森林業構築事業
森林資源情報整備部会会議
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奥田史郎 京都府立莵道高等学校 H23.11.8 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

大原偉樹 京都府立莵道高等学校 H23.11.8 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

奥田史郎 京都府立莵道高等学校 H23.11.8 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.11.9 ～ 11.10 河川生物調査

鳥居厚志　 近畿中国森林管理局 H23.11.10 ～ 11.11 平成 23 年度森林・林業交流研究発表会審査委員

長谷川絵里 （財）日本花の会 H23.11.10 サクラ保全管理講座講師

奥　敬一 神戸市建設局 H23.11.10 六甲山森林整備戦略研究会（第 3回）

奥田史郎 京都府立莵道高等学校 H23.11.15 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

大原偉樹 京都府立莵道高等学校 H23.11.15 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

奥田史郎 京都府立莵道高等学校 H23.11.15 文科省サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 講義

黒川　潮 （社）砂防学会 H23.11.17 平成 23 年度砂防学会第 4回国際部会及び編集委員会

藤井智之 京都府森林審議会 H23.11.21 京都府森林審議会

奥　敬一 長岡京市立神足小学校 H23.11.24 「長岡京の里山」講義

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.11.24 ～ 11.25 河川生物調査

藤井智之 国立歴史民俗博物館 H23.11.28 国立歴史民俗博物館収蔵の法隆寺古材検分

服部　力　 日本菌学会 H23.12.5 日本菌学会受賞者及び受賞論文選考委員会

奥　敬一 （社）日本林業協会 H23.12.7 里山林の持続可能利用を通じた再生手法に関する調査
委員会

高橋裕史 環境省近畿地方環境事務所 H23.12.7 平成 23 年度大台ケ原自然再生推進計画評価委員会

高橋裕史 京都府農林水産部 H23.12.9 特定鳥獣保護管理計画専門家会議

奥　敬一 NPO法人みのお山麓保全委員会 H23.12.15 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会第 21 回例会

服部　力　 環境省自然環境局 H23.12.19 平成 23 年度第 3 次絶滅のおそれのある野生生物の選
定・評価検討会検討委員
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高橋裕史 京都府農林水産部 H23.12.19 特定鳥獣保護管理計画専門家会議

吉村真由美 京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

H23.12.19 ～ 12.21 神納川流域森林現地調査

吉村真由美 京都大学生態学研究センター H23.12.26 ～ 12.27 環境研究総合推進費「生物多様性の機能評価のための
安定同位体指標に関する研究」のための全体会議およ
びアドバイザリーボード会合

藤井智之 京都府森林審議会 H23.12.26 京都府森林審議会

鳥居厚志　 大阪府 H24.1.11 平成 23 年度第 2 回大阪府環境農林水産総合研究所研
究アドバイザリー委員会

高橋裕史 環境省近畿地方環境事務所 H24.1.13 平成 23 年度大台ケ原自然再生推進計画評価委員会第 1
回ニホンジカ保護管理部会

齋藤和彦 沖縄県農林水産部 H24.1.15 ～ 1.17 やんばるの豊かな森林資源を活かした森林業構築事業
森林資源情報整備部会会議

奥田史郎 滋賀県湖北森林整備事務所 H24.1.17 竹生島の保安林機能の維持および回復に関するワーキ
ンググループ委員会

溝口岳男 滋賀県湖北森林整備事務所 H24.1.17 竹生島の保安林機能の維持および回復に関するワーキ
ンググループ委員会

黒川　潮 （社）砂防学会 H24.1.19 平成 23 年度砂防学会第 5回国際部会及び編集委員会

奥田史郎 高知県オフセット・クレジット認証運
営委員会

H24.1.19 第 8 回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会

大住克博 湖東地域材循環システム協議会 H24.1.26 第 1 回びわ湖の森ローカルシステム専門委員会

鳥居厚志　 京都府山城広域振興局 H24.1.28 山城放置竹林拡大防止推進事業（専門家実践研修）講
師

吉村真由美 東京大学大学院農学生命科学研究科 H24.1.30 ～ 1.31 有田川流域森林 -河川生態系における生物群集の植物
網構造に関する現地調査

高橋裕史 近畿中国森林管理局 H24.2.1 平成 23 年度大杉谷ニホンジカ調査検討第 3回専門部
会

大住克博 （社）海外林業コンサルタンツ H24.2.3 イラン国チャハールマハール・バフティヤーリ州参加
型森林管理プロジェクトの 2年次 CP現地研修講師

衣浦晴生 （社）海外林業コンサルタンツ H24.2.3 イラン国チャハールマハール・バフティヤーリ州参加
型森林管理プロジェクトの 2年次 CP現地研修講師

服部　力　 環境省自然環境局 H24.2.7 平成 23 年度第 3 次絶滅のおそれのある野生生物の選
定・評価検討会検討委員

奥田史郎 近畿中国森林管理局 H24.2.7 白山山系緑の回廊モニタリング調査検討委員会

奥田史郎 近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 H24.2.8 平成 23 年度伊崎国有林の取扱いに関する検討におけ
るワーキンググループ会合
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関　伸一 南九州大学 H24.2.11 ～ 2.16 沖縄離島地域における自然の保全活用推進のための調
査

奥田史郎 近畿中国森林管理局 H24.2.15 越美山地緑の回廊モニタリング調査検討委員会

大住克博 群馬県知事 H24.2.16 ～ 2.17 森林の生物多様性講座における講師

奥　敬一 東京農業大学　農山村支援センター H24.2.19 ～ 2.20 秦野地域薪ライフ講習会講義、成果報告会

藤井智之 近畿中国森林管理局 H24.2.21 平成 23 年度保護林モニタリング調査評価委員会

奥　敬一 近畿中国森林管理局 H24.2.22 平成 23 年度第 3回「箕面体験学習の森」整備事業（Ⅱ）
検討委員会

鳥居厚志　 独立行政法人　四国職業能力開発大学
校

H24.2.25 ～ 2.26 四国ブロックポリテックビジョン「ものづくり研究発
表会」における地域シンポジウムパネラー

藤井智之 京都大学生存圏研究所 H24.2.29 平成 23 年度生存圏データベース全国国際共同利用専
門委員会

鳥居厚志　 日本特用林産振興会 H24.3.5 平成 23年度経営高度化対策事業（新生産技術検証事業：
竹チップ等の用途拡大に向けた調査・検討）に関わる
第 2回検討委員会

黒川　潮 （社）砂防学会 H24.3.8 平成 23 年度砂防学会第 6回国際部会

大住克博 滋賀県森林センター H24.3.9 水源涵養機能評価に向けた検討会

奥　敬一 東京農業大学　農山村支援センター H24.3.9 平成 23 年度林野庁　森林総合利用推進事業　第２回
里山林活用手引策定委員会

谷川東子 合同会社シンクロトロンアナリシス
LLC

H24.3.9 SALLCオープンセミナー 2012 における特別講演講師

奥　敬一 （社）日本林業協会 H24.3.13 里山林の持続可能利用を通じた再生手法に関する第 2
回調査委員会

鳥居厚志　 鹿児島県 H24.3.14 ～ 3.15 平成 23 年度竹林資源活用推進研修会講師

齋藤和彦 沖縄県農林水産部 H24.3.15 ～ 3.17 やんばるの豊かな森林資源を活かした森林業構築事業
　森林資源情報整備部会会議

奥田史郎 高知県オフセット・クレジット認証運
営委員会

H24.3.15 第 9 回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会

奥　敬一 東京農業大学　里山林研究会 H24.3.16 第 2 回里山林研究会

深山貴文 北海道大学大学院農学研究院 H24.3.20 ～ 3.21 日中韓フォーサイト事業「東アジア陸域生態系におけ
る炭素動態の定量化のための日中韓研究ネットワーク
の構築」に関する情報収集のため日本生態学会及び日
中韓ワークショップ参加

藤井智之 京都府森林審議会 H24.3.22 京都府森林審議会
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６．職員研修（6件）

氏　名 実　施　機　関 研　修　期　間 研　修　内　容

谷川東子 自分未来ホールディングス株式会社 H23.6.1～H24.3.9 語学研修（英語）

高橋裕史 自分未来ホールディングス株式会社 H23.6.1～H24.3.9 語学研修（英語）

森　康義 人事院近畿事務局 H23.6.7～6.10 第66回近畿地区中堅係員研修

山本伸幸 森林総合研究所 H23.6.21～6.23 中堅研究職員研修　　

森　康義 財団法人関西電気保安協会京都支部京都中央技
術センター

H23.9.29 電気保安講習会　

齋藤和彦 農林水産技術会議事務局筑波事務所 H24.1.30～1.31 Quantum GISセミナー　
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７．受託研修生受入（20 件）

氏　名 所　属　機　関 研　修　内　容 研　修　期　間 受入担当 G等

奥村智憲 京都大学大学院エネルギー
科学研究科

森林群落における炭素循環に関する基礎的研究 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

木下数博 京都大学大学院エネルギー
科学研究科

森林群落における炭素循環に関する基礎的研究 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

川本純平 京都大学大学院エネルギー
科学研究科

森林群落における炭素循環に関する基礎的研究 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

安宅未央子 京都大学大学院農学研究科 森林群落における炭素循環に関する基礎的研究 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

牧田直樹 京都大学大学院農学研究科 森林樹木根系形態と機能の測定およびデータ解析 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

和田佳子 京都大学大学院農学研究科 森林群落における炭素循環に関する基礎的研究 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

ANDREASSON 
Frida Elisabeth

京都大学大学院農学研究科 森林樹木の根系解析手法の習得およびデータ解析 H23.4.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

鎌倉麻依 奈良女子大学共生科学研究
リサーチセンター

森林群落における個葉および樹冠レベルの生理生
態学的特性に関する基礎的研究

H23.6.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

森千佳 奈良女子大学大学院情報科
学専攻

森林群落の個葉と樹冠における光合成速度と葉温
分布に関する基礎的研究

H23.6.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

藤本麻衣 奈良女子大学大学院情報科
学専攻

森林群落の個葉・樹冠の分光反射率の季節変化に
関する基礎的研究

H23.6.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

曽山典子 天理大学総合科学教育研究
センター

土地被服分類アルゴリズムにおける落葉広葉樹林
帯抽出の精度向上のための研究

H23.6.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

水澤祐紀 名古屋大学理学部地球惑星
科学科

森林土壌化学特性解析法の習得およびデータ解析 H23.8.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

祖父江彩香 名古屋大学理学部地球惑星
科学科

森林土壌化学特性解析法の習得およびデータ解析 H23.8.1～H24.3.31 森林環境研究Ｇ

三枝道生 岡山県農林水産総合センタ
ー森林研究所

ニホンジカの生息調査に関する手法の習得、ニホ
ンジカの捕獲に関する技術の習得

H23.11.1～11.30 生物多様性研究Ｇ

若山　学 奈良県森林技術センター森
林資源課

ニホンジカの生息調査に関する手法の習得、ニホ
ンジカの捕獲に関する技術の習得

H23.11.1～11.30 生物多様性研究Ｇ

竹内一真 愛媛県林業研究センター カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害の同定
方法等

H23.11.14～11.16 生物被害研究Ｇ

境　米造 京都府森林技術センター 野生生物の歯牙の組織標本作製、年齢査定 H24.1.30～2.24 生物多様性研究Ｇ

守山忠利 京都府森林技術センター 野生生物の歯牙の組織標本作製、年齢査定 H24.1.30～2.24 生物多様性研究Ｇ

明石浩和 京都府森林技術センター 野生生物の歯牙の組織標本作製、年齢査定 H24.1.30～2.24 生物多様性研究Ｇ

小林周平 岐阜大学応用生物科学部 野生生物の歯牙の組織標本作製、年齢査定 H24.1.30～2.24 生物多様性研究Ｇ
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８．特別研究員（１名）

氏　名 専　攻 研　究　課　題 受　入　期　間 受入担当 G等

佐藤博俊 生物学 外生菌根菌の宿主特異性の進化と宿主転換－フタバガキ科
樹種との共生関係に着目して－

H21.4.1 ～ H24.3.31 生物多様性研究Ｇ

９．海外派遣・出張（9件）

氏　名 行　き　先 用　務 出　張　期　間 備　考

深山貴文 大韓民国 日中韓フォーサイト事業「東アジア陸域生態系における
炭素動態の定量化のための日中韓研究ネットワークの構
築」に関する2011CarboEatAsiaセミナー参加

H23.7.11 ～ 7.14 受託出張（北海道大学）

服部　力 大韓民国 「マレーシア産きのこ類のインベントリーと DNAバー
コード」に関する成果発表のためのアジア菌学会 2011
参加

H23.8.7 ～ 8.11 科学研究費補助金

佐藤博俊 大韓民国 「外生菌根菌の宿主特異性の進化と宿主転換－フタバ
ガキ科樹種との共生関係に着目して－」に関する成果
発表のためのアジア菌学会 2011 参加

H23.8.7 ～ 8.10 科学研究費補助金

大住克博 中華人民共和国 多様性のある森林再生にかかる短期専門家 H23.8.16 ～ 8.26 受託出張（認定ＮＰＯ
法人緑の地球ネットワ
ーク）

服部　力 マレーシア 「マレーシア産きのこ類のインベントリーと DNAバー
コード」にかかる現地調査

H23.8.21 ～ 8.28 科学研究費補助金

山本伸幸 フィンランド 「私有林経営における組織イノベーションに関する国
際比較研究」にかかる現地調査

H23.10.9 ～ 10.19 科学研究費補助金

深山貴文 マレーシア 日中韓フォーサイト事業「東アジア陸域生態系におけ
る炭素動態の定量化のための日中韓研究ネットワーク
の構築」にかかる AsiaFlux Workshop2011 参加

H23.11.7 ～ 11.14 受託出張（北海道大学）

佐藤博俊 マレーシア 「外生菌根菌の宿主特異性の進化と宿主転換－フタバ
ガキ科樹種との共生関係に着目して－」にかかる現地
調査

H24.2.1 ～ 2.8 科学研究費補助金

山本伸幸 スウェーデン 「私有林経営における組織イノベーションに関する国
際比較研究」にかかる現地調査

H24.2.11 ～ 2.18 科学研究費補助金

10．業務遂行に必要な免許の取得・技能講習等の受講

免　許　の　種　類 新規取得者数 技能講習等の種類 新規取得者数

危険物取扱者乙種第 4類 1 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 1

社会保険労務士 1 刈払機安全衛生教育講習 1
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11．見学者

区　分 国 都道府県 林業団体 一　般 学　生 外　国 合　計

人　数 3 9 50 362 819 9 1,252

12．会　議

会　議　名 開　催　日 主　催 開　催　場　所

関西地区林業試験研究機関連絡協議会特産部会 H23.7.4 ～ 5 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（兵庫県）

関西支所

関西地区林業試験研究機関連絡協議会木材部会 H23.7.14 ～ 15 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（石川県）

金沢市
KKRホテル金沢

関西地区林業試験研究機関連絡協議会森林環境部会 H23.7.28 ～ 29 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（岡山県）

岡山市
ピュアリティまきび

関西地区林業試験研究機関連絡協議会育林・育種部会 H23.8.9 ～ 10 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（広島県）

広島市
鯉城会館

関西地区林業試験研究機関連絡協議会保護部会 H23.8.10 ～ 11 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（広島県）

広島市
鯉城会館

関西地区林業試験研究機関連絡協議会経営機械部会 H23.8.25 ～ 26 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（福井県）

あわら市
越路

関西地区林業試験研究機関連絡協議会総会及び役員会 H23.9.8 ～ 9 関西地区林業試験研究機関連
絡協議会（高知県）

高知市
高知会館

林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議 H23.9.26 林野庁森林総合研究所 京都市
メルパルク京都

関西支所業務報告会 H24.1.10 関西支所 関西支所

運営費交付金プロジェクト「現代版里山維持システム
構築のための実践的研究」研究推進評価会議

H24.1.31 関西支所 関西支所

関西支所研究評議会 H24.2.29 関西支所 関西支所



Ⅵ　組織・情報・その他 71

13．諸行事

関西支所公開講演会
テーマ・講演題名 講　演　者 開　催　日 開　催　場　所

「むし しか かび　森林林業に被害を与える生きものたち」

H23.11.22 龍谷大学アバンティ
響都ホール

林業被害の原因となる昆虫類 衣浦晴生（生物被害研究 G長 )

過ぎたるはなおおよばざるがごとし？ シカと人の
森林利用

高橋裕史（生物多様性研究 G）  

造林木の皮剥ぎ被害の実態と防止対策について 和田秀彦 (森林農地整備センター金沢
水源林整備事務所 )

スギ・ヒノキ人工林の新たな脅威 “辺材腐朽病害” 服部力（生物多様性研究 G長）  

シンポジウム等
名　称 開　催　日 主　催 開　催　場　所

教育改革・改善プロジェクト講演会「里山の
使いみち　研究と実践 /過去と未来」

H23.12.12 関西支所
京都教育大学環境教育実践センター

京都教育大学環境教育
実践センター

2010 年代のための里山ワークショップ「薪復
権の道筋」

H23.12.17 関西支所 長岡京市役所

国際森林年記念事業西山シンポジウム ～ 森の
恵みを暮らしにいかす ～ （関西支所）

H23.12.18 関西支所
西山森林整備推進協議会

長岡京市立中央公民館
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諸行事
名　称 開　催　日 主　催 開　催　場　所

職場体験学習受入（京都教育大学附属桃山中
学校）

H23.6.29 ～ 7.1 京都教育大学附属桃山中学校 関西支所

関西育種場一般公開「森林とのふれあい
2011」

H23.7.31 林木育種センター関西育種場 林木育種センター関西育
種場

森林教室（簡易な樹高測定） H23.8.6 関西支所 関西支所

サマー・サイエンスキャンプ 2011 受入「ナラ
枯れのメカニズムを探る ～カシノナガキクイ
ムシが運ぶナラ菌～

H23.8.17 ～ 19 科学技術振興機構 関西支所

水都おおさか森林の市 2011（関西育種場共同
出展）

H23.10.8 ～ 9 水都おおさか森林の市 2011実行委員会 近畿中国森林管理局、
OAP、毛馬桜之宮公園周辺

サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト
「里山林の調査から環境保全について考える」 

H23.11.1、11.8、
11.15、11.23

科学技術振興機構（京都府立莵道高校） 京都府立莵道高校
関西支所

京都科学屋台ネットワーク「わくわくサイエ
ンススタンプラリー」

H23.11.5～H24.3.31 京都科学屋台ネットワーク 関西支所

生き方探求・チャレンジ体験（京都市立桃山
中学校） 

H23.11.7 ～ 9 京都市教育委員会（京都市立桃山中学校）関西支所

「みんなで創る水源の森」植樹祭 H23.11.9 森林農地整備センター近畿北陸整備局
関西支所
林木育種センター関西育種場

京都府京丹波町実勢

森林教室（森林講座・まつぼっくり飾り付け） H23.12.23 関西支所 関西支所

第 17 回京都ミュージアムロード「行ってみよ
う！京の文化巡り」

H24.1.27 ～ 3.20 京都市内博物館施設連絡協議会 関西支所

第 17 回京都ミュージアムロード企画体験
「ウッドクラフト　自分だけの愛犬を作ろう」

H24.2.25 京都市内博物館施設連絡協議会
（関西支所）

関西支所

森林教室（光合成実験・ウッドクラフト） H24.3.24 関西支所 関西支所
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14．試験地一覧表
国　有　林

試　験　地　名 森　林
管理署

森　林
事務所 林　小　班 樹　種 面　積

(ha)
設定
年度

終了
予定
年度

担当研究
ｸﾞﾙｰﾌﾟ (G)

高取山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

奈　良 吉　野 56 ほ
49 ほ

スギ 0.4 昭 10 西暦
2049

森林資源管理

高取山ヒノキ人工林皆伐用材
林作業収穫試験地

奈　良 〃 56 ほ ヒノキ 0.4 昭 10 2016 森林資源管理

高野山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

和歌山 高　野 31 ろ スギ 0.17 昭 10 2015 森林資源管理

高野山ヒノキ人工林皆伐用材
林作業収穫試験地

和歌山 〃 31 ろ ヒノキ 0.25 昭 10 2012 森林資源管理

滝谷スギ人工林皆伐用材林作
業収穫試験地

兵　庫 波　賀 136 り スギ 2.25 昭 11 2019 森林資源管理

遠藤スギその他択伐用材林作
業収穫試験地

岡　山 上斎原 39 ろ スギ 1.67 昭 12 2056 森林資源管理

奥島山アカマツ天然林画伐用
材林作業収穫試験地

滋　賀 八　幡 79 は アカマツ 1.75 昭 13 2017 森林資源管理

地獄谷アカマツ天然林その他
択伐用材林作業収穫試験地

奈　良 郡　山 17 わ アカマツ
スギ ･ヒノキ

1.73 昭 15 2041 森林資源管理

篠谷山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

鳥　取 根　雨 715 い スギ 0.8 昭 34 2043 森林資源管理

茗荷渕山ヒノキ人工林皆伐用
材林作業収穫試験地

三　重 飛　鳥 41 へ ヒノキ 0.71 昭 35 2069 森林資源管理

白見スギ人工林皆伐用材林作
業収穫試験地

和歌山 新　宮 5ほ スギ 1.24 昭 37 2071 森林資源管理

六万山スギ人工林皆伐用材林
作業収穫試験地

石　川 白　峰 55 る スギ 0.79 昭 37 2066 森林資源管理

竜の口山量水試験地 岡　山 岡　山 811ほ･に･は･
と･ち･り･ろ・

ニ・ロ

アカマツ他 44.99 昭 10 2020 森林環境

竹林施業技術の改良試験地 京都大阪 木　津 523 い マダケ 0.13 昭 61 2013 森林生態

北谷水文試験地 京都大阪 木　津 509 い 広葉樹 51.6 昭 63 2021 森林環境

嵐山国有林風致試験地 京都大阪 東　山 38 スギ他 59.03 平元 2018 森林資源管理

スギ花粉暴露回避試験地 京都大阪 醍　醐 30 は スギ 0.15 平 15 2013 森林生態

醍醐山共同試験地 京都大阪 醍　醐 30 は スギ 0.15 平 21 2013 森林生態
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15．森の展示館（標本展示・学習館）

1．展示の内容
　森林に関わる多くの研究分野の中から、関西支所の主な研究成果のいくつかを展示しています。
　展示テーマは「里山から奥山まで」です。森林には多くの種類の生物が住み、お互いに関係しながら調和して暮らし
ています。人間もその輪の中の一員と考え、人と森林、生物多様性、環境問題などについて研究し、その成果を交えな
がら「森林（もり）」について紹介しています。

2．開館日時等
　開 館 日　　平日のみ（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
　開館時間　　9：00 ～ 16:00
　そ の 他　　常駐者不在のため、森の展示館玄関右側のインターホンにてご連絡ください。

団体の場合は事前にご連絡ください。

3．そ　の　他
　（1）平成 18 年 10 月 20 日に、京都市内博物館施設連絡協議会（略称：京博連）に加盟しました。
　（1）ホームページアドレス　http://www.kyohakuren.jp/

　（2）平成 20 年 2 月 21 日に、京都市科学系博物館等連絡協議会（略称：科博連）に加盟しました。
　（1）ホームページアドレス　http://www.edu.city.kyoto.jp/science/network/kahakuren.html

　（3）平成 22 年 5 月 31 日に、愛称を「森の展示館」としました。


